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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イーサネット（登録商標）ケーブルにおける４つのワイヤペアを介して電力を供給する
ためのＰｏＥ（Ｐｏｗｅｒ　Ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））システムであっ
て、
　イーサネット（登録商標）ワイヤを経由してデータおよび電圧を提供するＰＳＥ（Ｐｏ
ｗｅｒ　Ｓｏｕｒｃｉｎｇ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）であって、前記ＰＳＥは、前記イーサ
ネット（登録商標）ワイヤ上での伝送のためのＰｏＥ電圧を生成するための電圧源を有し
、前記イーサネット（登録商標）ワイヤは、４つのペアのワイヤを含む、ＰＳＥと、
　前記データおよび電圧を受け取るための、少なくとも前記イーサネット（登録商標）ワ
イヤによって前記ＰＳＥに接続されたＰＤ（Ｐｏｗｅｒｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）であって、
前記ＰＤは、フル電圧レベルが前記ＰＤに印加される前に、前記ＰＤがハンドシェーキン
グフェーズの間に第１の信号を受け取ると、前記ＰＳＥにＰｏＥ特性を提示する、ＰＤと
　を含み、
　前記ＰＳＥは、
　　第１のペアのワイヤおよび第２のペアのワイヤを含む第１のセットのイーサネット（
登録商標）ワイヤに印加されるように、前記第１の信号を制御するためのコントローラと
、
　　前記イーサネット（登録商標）ワイヤにおける第３のペアのワイヤとスイッチとの間
に結合された第１の電流検出コンポーネントと、
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　　前記イーサネット（登録商標）ワイヤにおける第４のペアのワイヤと前記スイッチと
の間に結合された第２の電流検出コンポーネントと
　をさらに含み、
　前記コントローラは、前記ＰＳＥが前記第１の信号を前記ＰＤに供給している間に、前
記第１の電流検出コンポーネントおよび前記第２の電流検出コンポーネントを通る電流が
ほぼ等しく、かつ、適切な大きさであることを検出し、それに応答して、前記第３のペア
のワイヤおよび前記第４のペアのワイヤが前記スイッチを介して低電圧に結合されること
を引き起こすように前記スイッチがオン状態である間に、前記第１のペアのワイヤおよび
前記第２のペアのワイヤに対してフルＰｏＥ電圧を印加するように前記ＰＳＥを制御する
、システム。
【請求項２】
　前記第１の電流検出コンポーネントは、第１の抵抗器であり、前記第２の電流検出コン
ポーネントは、前記第１の抵抗器の抵抗と等しい抵抗を有する第２の抵抗器である、請求
項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記スイッチは、前記ハンドシェーキングフェーズの間にオン状態である、請求項１に
記載のシステム。
【請求項４】
　前記スイッチは、前記ハンドシェーキングフェーズの間にオフ状態であり、前記スイッ
チは、前記コントローラが、前記第１の電流検出コンポーネントおよび前記第２の電流検
出コンポーネントを通る電流が、ほぼ等しく、かつ、適切な大きさであることを検出した
場合に、前記コントローラによってターンオンされる、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記適切な大きさは、前記ＰＤがＰｏＥ適合性であることを示す特性インピーダンスを
前記ＰＤが有していることを前記ＰＳＥに伝達する大きさである、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項６】
　前記第１の信号は、少なくとも１つの電流制限電圧である、請求項１に記載のシステム
。
【請求項７】
　前記第１の信号は、少なくとも１つの電圧制限電流である、請求項１に記載のシステム
。
【請求項８】
　前記ハンドシェーキングフェーズは、前記ＰＤがＰｏＥ適合性であるかどうかを前記Ｐ
ＳＥが決定する検出フェーズを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記第１のペアのワイヤおよび前記第２のペアのワイヤは、前記ＰＤにおいて一緒に接
続されており、前記第３のペアのワイヤおよび前記第４のペアのワイヤは、前記ＰＤにお
いて一緒に接続されており、その結果、前記ＰＤに対する電力は、前記４つのペアのワイ
ヤによって搬送される、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記第１のペアのワイヤおよび前記第２のペアのワイヤに対して前記フルＰｏＥ電圧を
印加するように前記ＰＳＥを制御する前記コントローラは、前記ＰＳＥにおける前記電圧
源のフル電圧出力を前記第１のペアのワイヤおよび前記第２のペアのワイヤに結合するコ
ントローラを含む、請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　イーサネット（登録商標）ケーブルにおける４つのワイヤペアを介して電力を供給する
ためのＰｏＥ（Ｐｏｗｅｒ　Ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））システムによっ
て実行される方法であって、
　イーサネット（登録商標）ワイヤを経由してＰＳＥ（Ｐｏｗｅｒ　Ｓｏｕｒｃｉｎｇ　
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Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）によってデータおよび電圧をＰＤ（Ｐｏｗｅｒｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ
）に提供することであって、前記ＰＳＥは、前記イーサネット（登録商標）ワイヤ上での
伝送のためのＰｏＥ電圧を生成するための電圧源を有し、前記イーサネット（登録商標）
ワイヤは、４つのペアのワイヤを含む、ことと、
　フル電圧レベルが、前記電圧源によって前記ＰＤに印加される前に、ハンドシェーキン
グフェーズの間に、前記ＰＳＥによって第１の信号を生成することと、
　前記ＰＤが、前記第１の信号を受け取ると、前記ＰＤによって前記ＰＳＥにＰｏＥ特性
を提示することと
　を含み、
　前記ＰＳＥは、
　　第１のペアのワイヤおよび第２のペアのワイヤを含む第１のセットのイーサネット（
登録商標）ワイヤに印加されるように、前記第１の信号を制御するステップと、
　　前記イーサネット（登録商標）ワイヤにおける第３のペアのワイヤとスイッチとの間
に結合された第１の電流検出コンポーネントを通る第１の電流を検出するステップと、
　　前記イーサネット（登録商標）ワイヤにおける第４のペアのワイヤと前記スイッチと
の間に結合された第２の電流検出コンポーネントを通る第２の電流を検出するステップと
、
　　前記ＰＳＥが前記第１の信号を前記ＰＤに供給する間に、前記第１の電流検出コンポ
ーネントおよび前記第２の電流検出コンポーネントを通る電流がほぼ等しく、かつ、適切
な大きさであることを検出するステップと、
　　それに応答して、前記第３のペアのワイヤおよび前記第４のペアのワイヤが低電圧に
結合されることを引き起こすように前記スイッチがオン状態である間に、前記第１のペア
のワイヤおよび前記第２のペアのワイヤに対してフルＰｏＥ電圧を印加するように前記Ｐ
ＳＥを制御するステップと
　をさらに実行する、方法。
【請求項１２】
　前記第１の電流検出コンポーネントは、第１の抵抗器であり、前記第２の電流検出コン
ポーネントは、前記第１の抵抗器の抵抗と等しい抵抗を有する第２の抵抗器である、請求
項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記スイッチは、前記ハンドシェーキングフェーズの間にオン状態である、請求項１１
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記スイッチは、前記ハンドシェーキングフェーズの間にオフ状態であり、前記スイッ
チは、前記第１の電流検出コンポーネントおよび前記第２の電流検出コンポーネントを通
る電流が、ほぼ等しく、かつ、適切な大きさであることが検出された場合に、ターンオン
される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記適切な大きさは、前記ＰＤがＰｏＥ適合性であることを示す特性インピーダンスを
前記ＰＤが有していることを前記ＰＳＥに伝達する大きさである、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１６】
　前記第１の信号は、少なくとも１つの電流制限電圧である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第１の信号は、少なくとも１つの電圧制限電流である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ハンドシェーキングフェーズは、前記ＰＤがＰｏＥ適合性であるかどうかを前記Ｐ
ＳＥが決定する検出フェーズを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１のペアのワイヤおよび前記第２のペアのワイヤは、前記ＰＤにおいて一緒に接
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続されており、前記第３のペアのワイヤおよび前記第４のペアのワイヤは、前記ＰＤにお
いて一緒に接続されており、その結果、前記ＰＤに対する電力は、前記４つのペアのワイ
ヤによって搬送される、請求項１１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第１のペアのワイヤおよび前記第２のペアのワイヤに対して前記フルＰｏＥ電圧を
印加するように前記ＰＳＥを制御するステップは、前記ＰＳＥにおける前記電圧源のフル
電圧出力を前記第１のペアのワイヤおよび前記第２のペアのワイヤに結合することを含む
、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｐａｕｌらによる米国仮出願第６１／９３３，７０７号（２
０１４年１月３０日出願）に対する優先権を主張するものであり、該米国仮出願の全体は
、参照により本明細書中に援用される。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明は、ＰｏＥ（Ｐｏｗｅｒ　Ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）：イーサネ
ット（登録商標）を経由した電力）等のシステムに関し、電力は、データラインを経由し
て伝送され、ルーチンは、データラインに対してフルＰｏＥ電圧が印加される前に実行さ
れる。本発明は、より具体的には、４つのワイヤペアを経由した電力送達のためにＰＤ（
Ｐｏｗｅｒｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ：受電側デバイス）がＰｏＥ対応のＰＳＥ（Ｐｏｗｅｒ　
Ｓｏｕｒｃｉｎｇ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：給電側デバイス）を識別するための枠組みに関
している。
【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　データラインを経由して遠隔機器に電力を伝送することは公知である。ＰｏＥ（Ｐｏｗ
ｅｒ　Ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）：イーサネット（登録商標）を経由した
電力）は、このようなシステムの例である。ＰｏＥにおいては、限られた電力が、イーサ
ネット（登録商標）スイッチから、イーサネット（登録商標）接続された機器（例えば、
ＶｏＩＰ電話、ＷＬＡＮトランスミッタ、セキュリティカメラ等）に伝送される。スイッ
チからのＤＣ電力は、標準ＣＡＴ－５ケーブル配線の２セットのツイストペアワイヤを経
由して伝送される。同一の２セットのツイストペアワイヤはまた、差動データ信号を伝送
し得る。なぜなら、ＤＣ共通モード電圧は、データに影響を与えないからである。このよ
うに、ＰＤ（Ｐｏｗｅｒｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ：受電側デバイス）に対して何らかの外部電
源を提供する必要性が排除され得る。ＰｏＥに対する標準は、ＩＥＥＥ　８０２．３にお
いて制定されており、参照により本明細書中に援用される。ＣＡＴ－５ケーブルは、４つ
のツイストワイヤペアを有しており、ワイヤペアのうちの２つは、典型的には使用されな
い。
【０００４】
　データラインを経由して電力を提供することは、その他の既存のシステムおよび将来の
システムに対して適用可能である。例えば、自動車内の電子機器は、配線を減らすために
データラインを経由して機器に提供される電力からますます恩恵を受けるようになる。デ
ータラインを経由した電力を使用した様々な新しいシステムが、ＩＥＥＥまたはその他の
グループによって標準化され得る。
【０００５】
　本発明は、フルＰｏＥ電圧がワイヤペアに印加されるべきであるというＰＤからの何ら
かの種類のインジケーションを要求するシステムに適用される。本発明は、データライン
を経由した電力を使用する任意のシステムに適用され得るが、典型的なＰｏＥシステムが
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、例として記載される。
【０００６】
　図１は、ＰｏＥを使用した典型的なイーサネット（登録商標）システムを表している。
図１の例において、ＰＳＥ（Ｐｏｗｅｒ　Ｓｏｕｒｃｉｎｇ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：給電
側デバイス）１２は、電力およびデータをＰＤに供給する任意のイーサネット（登録商標
）デバイスであり得る。ＰＳＥ　１２およびＰＤ　１４は、典型的には、イーサネット（
登録商標）８ピン（４つのツイストペア）ＲＪ４５コネクタで終端する標準的なＣＡＴ－
５ケーブルを介して接続される。ツイストペアのうちの２つのみが、典型的には、ＰｏＥ
およびデータのために必要とされる。
【０００７】
　ＰＳＥ　１２は、典型的には、主電圧（１２０　ＶＡＣ）によって給電され、４４～５
７ボルトの間のＤＣ電圧を生成する外部電圧コンバータまたは内部電圧コンバータ１６を
使用する。ＰｏＥ標準は、ＰＳＥが、ＰＤにおいて最小３７ボルトを供給することを規定
している。ケーブルに沿った電圧降下は、距離とともに増加する。
【０００８】
　ツイストペアのうちの２つ１８、２０は、ＰｏＥ電力を搬送するために割り当てられ、
これらのペアはまた、差動データを搬送し得る。残りの使用されない２つのペア２１、２
２もまた示されている。使用される全てのペアは、トランスフォーマ（例えば、トランス
フォーマ２３、２４）によってＰＤ　１４において終端される。ツイストペア１８が、４
４ボルトを提供し、ツイストペア２０が、接地に対してまたは何らかのその他の低電圧に
対して接続されることが仮定される。接続は、ＰＤ　１４に４４ボルトを提供するために
、トランスフォーマ２３、２４のセンタータップに対して形成される。ＤＣ電圧は、共通
モードなので、差動データに影響を与えない。その他の従来の終端回路網（例えば、トラ
ンスフォーマから下流にある極性補正回路網（ダイオードブリッジ）等）もまた、ＰＤ終
端ブロック２５に含まれるが、本発明には関係しない。
【０００９】
　電圧をＰＤ　１４によって要求される任意の電圧または任意の複数の電圧に変換するた
めに、４４ボルトは、ＤＣ－ＤＣコンバータ２６に対して印加される。負荷２８（例えば
、セキュリティカメラ）は、コンバータ２６によって給電され、ツイストワイヤペアを介
してＰＳＥ　１２と通信する。
【００１０】
　ＩＥＥＥ標準は、ＰｏＥ受電デバイスの存在を検出するために、そして、ＰＳＥ　１２
がＰＤ　１４に対して利用可能なフル電力を形成する前に、ＰＳＥ　１２およびＰＤ　１
４の関連特性を伝達するために、ＰＳＥ　１２とＰＤ　１４との間の特定の低電流ハンド
シェーキング手順を要求する。検出／分類回路２９は、ハンドシェーキングルーチンを制
御し、そして、状態機械、プロセッサ、または、任意のその他の適切な制御回路であり得
る。ＰＳＥ　１２はまた、ハンドシェーキングルーチンを実行するための回路を含む。ハ
ンドシェーキングルーチンを実行するための回路は、周知のＩＣである。
【００１１】
　以下は、ＰＳＥ　１２とＰＤ　１４との間のハンドシェーキングルーチンの単純な要約
である。
【００１２】
　ＰＳＥ　１２が、最初に、イーサネット（登録商標）ケーブルを介してＰＤ　１４に接
続されると、ＰＳＥ　１２は、ＰＤ　１４に、それがＰｏＥ対応かどうかを決定するよう
に呼びかける。この期間は、決定フェーズと呼ばれる。決定フェーズの間に、ＰＳＥ　１
２は、ツイストワイヤペア１８、２０を経由してＰＤ　１４に対して固定間隔の間に第１
の電流制限電圧を印加し、その後、固定間隔の間に第２の電流制限電圧を印加し、その一
方で、結果電流を検出することにより、ＰＤ　１４（約２５ｋオーム）の特性インピーダ
ンスを探す。正しい電流インピーダンスが検出されない場合、ＰＳＥ　１２は、負荷が非
ＰｏＥ対応であるとみなし、ＰｏＥ生成側をシャットダウンする。その後、システムは、
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標準イーサネット（登録商標）接続のように動作する。
【００１３】
　検出はまた、２つの電圧制限電流を使用して行われ得る。
【００１４】
　シグネチャインピーダンスが検出された場合、ＰＳＥ　１２は、オプションの分類フェ
ーズへと移行する。ＰＳＥ　１２は、電圧をＰＤ　１４に対して高める。ＰＳＥ　１２は
、１つのパルス（Ｔｙｐｅ　１　ＰＳＥであることを示すもの）または２つのパルス（Ｔ
ｙｐｅ　２　ＰＳＥであることを示すもの）のいずれかを生成する。ＰＤ　１４は、特定
の電流レベルで分類フェーズに応答し、ＰＤ　１４がＴｙｐｅ　１であるかまたはＴｙｐ
ｅ　２であるかを識別する。Ｔｙｐｅ　１　ＰＤは、１３Ｗ未満を要求する。Ｔｙｐｅ　
２　ＰＤは、最大２５．５Ｗまでを要求する。様々なクラス（例えば、５つのクラス）（
各々が、これらのタイプのうちにあり、最大平均電流レベルおよび最大瞬間電流レベルに
関連付けられている）もまた、識別され得る。その後、ＰＳＥ　１２は、この電力需要情
報を使用して、要求された電力を自身がＰＤ　１４に供給し得るかどうかを決定し、ＰＤ
　１４は、該情報を使用して、ＰＳＥ　１２とともに自身が完全に動作することが可能で
あるかどうかを決定する。検出および分類フェーズのための最大時間窓（例えば、５００
ｍｓ）が存在する。
【００１５】
　その他のタイプの決定ルーチンおよび分類ルーチンおよび標準が、将来に実装され得る
。
【００１６】
　決定フェーズおよび検出フェーズが完了すると、ＰＳＥ　１２は、その出力電圧を４２
Ｖ超に高める。ＰＤ　１４においてＵＶＬＯ（ｕｎｄｅｒ－ｖｏｌｔａｇｅ　ｌｏｃｋｏ
ｕｔ：低電圧ロックアウト）閾値が検出されると、内部ＦＥＴは、フルＰｏＥ電圧をコン
バータ２６に接続するために、ターンオンされ、コンバータ２６は、調節されたＤＣ電圧
を負荷２８に供給する。この時点において、ＰＤ　１４は、通常のように動作することを
開始し、ＰＤ　１４は、入力電圧が要求されたレベルを超えて維持している限り、通常の
ように動作することを継続する。
【００１７】
　いくつかのタイプのＰｏＥアプリケーション（例えば、高電力アプリケーション）に対
して、ワイヤペアのうちの２つを経由して正電圧を印加し、残りの２つのワイヤペアを経
由して低電圧（例えば、０ボルト）を印加することが望ましい。このように、負荷電流は
、４つのワイヤペアによって共有される。これを行う従来の方法は、第１のワイヤペアに
正電圧を供給し、かつ、第２のワイヤペアに低電圧を供給する、第１のＰＳＥを使用する
こと、ならびに、第３のワイヤペアに正電圧を供給し、かつ、残りの第４のワイヤペアに
低電圧を供給する、第１のＰＳＥと同一の、第２のＰＳＥを使用することである。ＰＳＥ
電力は、分離された電力供給を使用して印加され、その結果、低電圧は、０ボルトであり
得るものの、接地されないことに留意されたい。
【００１８】
　各ＰＳＥは、ＰＤがＰｏＥ対応かどうかを決定するために、決定ルーチンおよび分類ル
ーチンを独立的に実行する。このタイプのＰｏＥシステムの短所は、２つの完全なＰＳＥ
システムが要求され、コストおよびサイズをシステムに追加することである。
【００１９】
　イーサネット（登録商標）ケーブルにおける４つのワイヤペアの全てを使用するＰＤに
電力を供給することにより高電力アプリケーションを可能にし、単一のＰＳＥのみが要求
される、新規な技術が必要とされている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　（発明の概要）
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　単一のＰＳＥは、従来のＣＡＴ－５イーサネット（登録商標）ケーブルを介して電力を
ＰＤに供給し、４つのツイストワイヤペアの全ては、ＤＣ電力をＰＤに供給して、高電力
をＰＤに潜在的に供給する。ペアのうちの２つ（Ｐａｉｒ１およびＰａｉｒ２）は、正電
圧を供給し、残りの２つのペア（Ｐａｉｒ３およびＰａｉｒ４）は、低電圧（例えば、０
ボルト）に接続される。別の実施形態においては、供給される電圧は、その他の電圧レベ
ルであり得る。なぜなら、ＰＤは、電圧差によって給電されるからである。トランスフォ
ーマ終端は、なおも、差動データがワイヤペアを経由して伝送されることを可能にする。
【００２１】
　低電圧／検出フェーズ（ＩＥＥＥ標準によって明記されている）の間、ＰＳＥは、電流
制限電圧をＰａｉｒ１およびＰａｉｒ２に印加し、ＰＤがＰｏＥ対応であることを示すＰ
Ｄの特定の特性インピーダンスを検出する。その他の検出技術が使用され得る。２５ｋオ
ーム抵抗器がＰａｉｒ１／２およびＰａｉｒ３／４を横断してＰＤにおいて接続されてい
ると仮定すると、特性電流は、Ｐａｉｒ３および４を通して流れ得る。
【００２２】
　第１の低値抵抗器Ｒ１は、Ｐａｉｒ３に接続された１つの端部を有し、第２の等しい値
の抵抗器Ｒ２は、Ｐａｉｒ４に接続された１つの端部を有する。抵抗器Ｒ１およびＲ２の
その他の端部は、一緒に結び付けられ、かつ、電流センサに接続される。この共通端部は
また、ターンオン時にＰａｉｒ３および４を低電圧に結合し得るＭＯＳＦＥＴ（またはそ
の他のタイプのスイッチ）に接続される。
【００２３】
　低電圧／電流検出フェーズの間、ＰｏＥは、ＭＯＳＦＥＴがオンの間に抵抗器Ｒ１およ
びＲ２を通るそれぞれの電流を同時に検出する。別の実施形態において、ＭＯＳＦＥＴは
、オフであり得、抵抗器Ｒ１およびＲ２は、別の接続によって検出フェーズの間に低電圧
に接続され得る。「単一チャネルＰＤ」においてＰａｉｒ３およびＰａｉｒ４が一緒にＰ
Ｄに接続される場合、ほぼ等しい電流が、検出フェーズの間に、Ｐａｉｒ３およびＰａｉ
ｒ４の両方を流れ得る。ＰＤが「デュアルチャネルＰＤ」の場合、別個の２５ｋオーム抵
抗器が、Ｐａｉｒ３およびＰａｉｒ４に接続され得、同様の電流が、なおも抵抗器Ｒ１お
よびＲ２を流れ得る。
【００２４】
　電流がほぼ等しく、かつ、ＰＤの特性が、ＰｏＥ対応である場合、ＰＳＥは、フル正電
圧をＰａｉｒ１および２に供給し、Ｐａｉｒ３およびＰａｉｒ４を接地またはその他の低
電圧に結合するＭＯＳＦＥＴをオンに保つ。検出フェーズの間にＭＯＳＦＥＴがオフであ
り、抵抗器Ｒ１およびＲ２が別の接続によって低電圧に接続される実施形態において、Ｍ
ＯＳＦＥＴは、その後、検出フェーズの終了時にターンオンされ、低電圧への抵抗器Ｒ１
およびＲ２の唯一の接続となる。フル正電圧がＰａｉｒ１および２に印加され、Ｐａｉｒ
３、４は、低電圧に結合されるので、ＰＤ（単一チャネルまたはデュアルチャネル）は、
４つのペアのワイヤを介する電力を受け取る。
【００２５】
　したがって、ＰＤが４つのペアのワイヤを介して電力を受け取るかどうかの検出は、Ｉ
ＥＥＥ標準によって明記される従来の検出フェーズの間に単一ＰＳＥによって実行される
。
【００２６】
　任意の分類ルーチンもまた、フル正電圧が、正のペアＰａｉｒ１およびＰａｉｒ２と低
電圧ペアＰａｉｒ３およびＰａｉｒ４との間に印加される前に実行され得る。
【００２７】
　動作の間に、抵抗器Ｒ１およびＲ２を通る電流の和が検出され得、動作電流が許容限度
内にあるかどうかを決定し得る。動作電流が許容限度内にない場合、ＭＯＳＦＥＴはター
ンオフされる。
【００２８】
　様々なその他の実施形態が記載される。
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【００２９】
　用語ＰＳＥおよびＰＤは、電力を供給する機器および電力を受け取る機器を識別するた
めに、本開示の全体を通して使用され、このような機器／デバイスは、特に断りがない限
り、イーサネット（登録商標）機器／デバイスに限定されない。
【００３０】
　例えば、本発明は、以下を提供する。
（項目１）
　イーサネット（登録商標）ケーブルにおける４つのワイヤペアを介して電力を供給する
ためのＰｏＥ（Ｐｏｗｅｒ　Ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））システムであっ
て、
　イーサネット（登録商標）ワイヤを経由してデータおよび電圧を提供するＰＳＥ（Ｐｏ
ｗｅｒ　Ｓｏｕｒｃｉｎｇ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）であって、上記ＰＳＥは、上記イーサ
ネット（登録商標）ワイヤ上での伝送のためのＰｏＥ電圧を生成するための電圧源を有し
、上記イーサネット（登録商標）ワイヤは、４つのペアのワイヤを含む、ＰＳＥと、
　上記データおよび電圧を受け取るための、少なくとも上記イーサネット（登録商標）ワ
イヤによって上記ＰＳＥに接続されたＰＤ（Ｐｏｗｅｒｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）であって、
上記ＰＤは、フル電圧レベルが上記ＰＤに印加される前に、上記ＰＤがハンドシェーキン
グフェーズの間に第１の信号を受け取ると、上記ＰＳＥにＰｏＥ特性を提示する、ＰＤと
　を含み、
　上記ＰＳＥは、
　　第１のペアのワイヤおよび第２のペアのワイヤを含む第１のセットのイーサネット（
登録商標）ワイヤに印加されるように、上記第１の信号を制御するためのコントローラと
、
　　上記イーサネット（登録商標）ワイヤにおける第３のペアのワイヤとスイッチとの間
に結合された第１の電流検出コンポーネントと、
　　上記イーサネット（登録商標）ワイヤにおける第４のペアのワイヤと上記スイッチと
の間に結合された第２の電流検出コンポーネントと
　をさらに含み、
　上記コントローラは、上記ＰＳＥが上記第１の信号を上記ＰＤに供給している間に、上
記第１の電流検出コンポーネントおよび上記第２の電流検出コンポーネントを通る電流が
ほぼ等しく、かつ、適切な大きさであることを検出し、それに応答して、上記スイッチが
閉鎖され、上記第３のペアのワイヤおよび上記第４のペアのワイヤを上記スイッチを介し
て低電圧に結合させている間に、上記第１のペアのワイヤおよび上記第２のペアのワイヤ
に対してフルＰｏＥ電圧を印加するように上記ＰＳＥを制御する、システム。
（項目２）
　上記第１の電流検出コンポーネントは、第１の抵抗器であり、上記第２の電流検出コン
ポーネントは、上記第１の抵抗器の抵抗と等しい抵抗を有する第２の抵抗器である、上記
項目に記載のシステム。
（項目３）
　上記スイッチは、ハンドシェーキングフェーズの間にオン状態である、上記項目のいず
れか一項に記載のシステム。
（項目４）
　上記スイッチは、上記ハンドシェーキングフェーズの間にオフ状態であり、上記スイッ
チは、上記コントローラが、上記第１の電流検出コンポーネントおよび上記第２の電流検
出コンポーネントを通る電流が、ほぼ等しく、かつ、適切な大きさであることを検出した
場合に、上記コントローラによってターンオンされる、上記項目のいずれか一項に記載の
システム。
（項目５）
　上記適切な大きさは、上記ＰＤがＰｏＥ適合性であることを示す特性インピーダンスを
上記ＰＤが有していることを上記ＰＳＥに伝達する大きさである、上記項目のいずれか一
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項に記載のシステム。
（項目６）
　上記第１の信号は、少なくとも１つの電流制限電圧である、上記項目のいずれか一項に
記載のシステム。
（項目７）
　上記第１の信号は、少なくとも１つの電圧制限電流である、上記項目のいずれか一項に
記載のシステム。
（項目８）
　上記ハンドシェーキングフェーズは、上記ＰＤがＰｏＥ適合性であるかどうかを上記Ｐ
ＳＥが決定する検出フェーズを含む、上記項目のいずれか一項に記載のシステム。
（項目９）
　上記第１のペアのワイヤおよび上記第２のペアのワイヤは、上記ＰＤにおいて一緒に接
続されており、上記第３のペアのワイヤおよび上記第４のペアのワイヤは、上記ＰＤにお
いて一緒に接続されており、その結果、上記ＰＤに対する電力は、上記４つのペアのワイ
ヤによって搬送される、上記項目のいずれか一項に記載のシステム。
（項目１０）
　上記第１のペアのワイヤおよび上記第２のペアのワイヤに対して上記フルＰｏＥ電圧を
印加するように上記ＰＳＥを制御する上記コントローラは、上記ＰＳＥにおける上記電圧
源のフル電圧出力を上記第１のペアのワイヤおよび上記第２のペアのワイヤに結合するコ
ントローラを含む、上記項目のいずれか一項に記載のシステム。
（項目１１）
　イーサネット（登録商標）ケーブルにおける４つのワイヤペアを介して電力を供給する
ためのＰｏＥ（Ｐｏｗｅｒ　Ｏｖｅｒ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標））システムによっ
て実行される方法であって、
　イーサネット（登録商標）ワイヤを経由してＰＳＥ（Ｐｏｗｅｒ　Ｓｏｕｒｃｉｎｇ　
Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）によってデータおよび電圧をＰＤ（Ｐｏｗｅｒｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ
）に提供することであって、上記ＰＳＥは、上記イーサネット（登録商標）ワイヤ上での
伝送のためのＰｏＥ電圧を生成するための電圧源を有し、上記イーサネット（登録商標）
ワイヤは、４つのペアのワイヤを含む、ことと、
　フル電圧レベルが、上記電圧源によって上記ＰＤに印加される前に、ハンドシェーキン
グフェーズの間に、上記ＰＳＥによって第１の信号を生成することと、
　上記ＰＤが、上記第１の信号を受け取ると、上記ＰＤによって上記ＰＳＥにＰｏＥ特性
を提示することと
　を含み、
　上記ＰＳＥは、
　　第１のペアのワイヤおよび第２のペアのワイヤを含む第１のセットのイーサネット（
登録商標）ワイヤに印加されるように、上記第１の信号を制御するステップと、
　　上記イーサネット（登録商標）ワイヤにおける第３のペアのワイヤとスイッチとの間
に結合された第１の電流検出コンポーネントを通る第１の電流を検出するステップと、
　　上記イーサネット（登録商標）ワイヤにおける第４のペアのワイヤと上記スイッチと
の間に結合された第２の電流検出コンポーネントを通る第２の電流を検出するステップと
、
　　上記ＰＳＥが上記第１の信号を上記ＰＤに供給する間に、上記第１の電流検出コンポ
ーネントおよび上記第２の電流検出コンポーネントを通る電流がほぼ等しく、かつ、適切
な大きさであることを検出するステップと、
　　それに応答して、上記スイッチが閉鎖され、上記第３のペアのワイヤおよび上記第４
のペアのワイヤを低電圧に結合させている間に、上記第１のペアのワイヤおよび上記第２
のペアのワイヤに対してフルＰｏＥ電圧を印加するように上記ＰＳＥを制御するステップ
と
　をさらに実行する、方法。
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（項目１２）
　上記第１の電流検出コンポーネントは、第１の抵抗器であり、上記第２の電流検出コン
ポーネントは、上記第１の抵抗器の抵抗と等しい抵抗を有する第２の抵抗器である、上記
項目に記載の方法。
（項目１３）
　上記スイッチは、ハンドシェーキングフェーズの間にオン状態である、上記項目のいず
れか一項に記載の方法。
（項目１４）
　上記スイッチは、上記ハンドシェーキングフェーズの間にオフ状態であり、上記スイッ
チは、上記第１の電流検出コンポーネントおよび上記第２の電流検出コンポーネントを通
る電流が、ほぼ等しく、かつ、適切な大きさであることが検出された場合に、ターンオン
される、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
（項目１５）
　上記適切な大きさは、上記ＰＤがＰｏＥ適合性であることを示す特性インピーダンスを
上記ＰＤが有していることを上記ＰＳＥに伝達する大きさである、上記項目のいずれか一
項に記載の方法。
（項目１６）
　上記第１の信号は、少なくとも１つの電流制限電圧である、上記項目のいずれか一項に
記載の方法。
（項目１７）
　上記第１の信号は、少なくとも１つの電圧制限電流である、上記項目のいずれか一項に
記載の方法。
（項目１８）
　上記ハンドシェーキングフェーズは、上記ＰＤがＰｏＥ適合性であるかどうかを上記Ｐ
ＳＥが決定する検出フェーズを含む、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
（項目１９）
　上記第１のペアのワイヤおよび上記第２のペアのワイヤは、上記ＰＤにおいて一緒に接
続されており、上記第３のペアのワイヤおよび上記第４のペアのワイヤは、上記ＰＤにお
いて一緒に接続されており、その結果、上記ＰＤに対する電力は、上記４つのペアのワイ
ヤによって搬送される、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
（項目２０）
　上記第１のペアのワイヤおよび上記第２のペアのワイヤに対して上記フルＰｏＥ電圧を
印加するように上記ＰＳＥを制御するステップは、上記ＰＳＥにおける上記電圧源のフル
電圧出力を上記第１のペアのワイヤおよび上記第２のペアのワイヤに結合することを含む
、上記項目のいずれか一項に記載の方法。
【００３１】
　（摘要）
　ＰｏＥシステムによって実行される方法において、ＰＳＥは、ＰＤが標準イーサネット
（登録商標）ケーブルにおける４つのワイヤペアを介して電力を受け取るために適合性が
あるかどうかを検出することが可能である。ＰＳＥは、検出フェーズの間に、電流制限電
圧をケーブルにおける第１のペアのワイヤおよび第２のペアのワイヤに提供し、ＰＤの特
性インピーダンスを検出する。ＰＳＥにおいて、第１の抵抗器が、第３のワイヤペアに接
続されており、第２の抵抗器が、第４のワイヤペアに接続されている。検出フェーズの間
に、ＰＳＥは、抵抗器を通る相対電流を検出する。電流が同一の場合、ＰＳＥは、ＰＤが
４つのワイヤペアを介して電流を受け取ることが可能であることを知る。その後、ＰＳＥ
は、フルＰｏＥ電圧を第１のワイヤペアおよび第２のワイヤペアに印加し、第３のワイヤ
ペアおよび第４のワイヤペアを、ＭＯＳＦＥＴを介して、低電圧に接続する。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】図１は、電力をＰＤに供給するために２つのワイヤペアを使用する従来のＰｏＥ
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対応のイーサネット（登録商標）システムを図示している。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に従う、単一チャネルＰｏＥシステムを図示してお
り、２つのワイヤペアを流れる電流を検出することにより、ＰＤが４つのワイヤペアを介
して電流を受け取るかどうかを決定する。
【図３】図３は、図２の回路をより詳細に図示している。
【図４】図４は、図３のシステムによって実行される特定のステップを識別するフローチ
ャートである。
【図５】図５は、デュアルチャネルＰＤのフロントエンドを図示しており、別個の特性イ
ンピーダンスが、２セットのワイヤペアを横断して接続されている。ＰＳＥは、４つのペ
アのワイヤを介して電力をＰＤに供給する。
【００３３】
　同一または等価な要素は、同一番号でラベル付けされている。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　図２は、本発明の一実施形態に従う、ＰｏＥシステム３２の高レベルダイヤグラムを図
示しており、ＰＳＥ　３４は、フルＰｏＥ正電圧（ＶＣＣ）をワイヤペアＰａｉｒ１およ
びＰａｉｒ２に印加する。Ｐａｉｒ３およびＰａｉｒ４は、低値抵抗器Ｒ１およびＲ２を
介してＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１のドレインに結合される。ＰＤ　３６は、４つのワイヤペアを
介した供給電力と適合性があると仮定すると、ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１は、Ｐａｉｒ３、４を
ＶＥＥ（典型的には０ボルト）に結合するためにターンオンされる。システムは、接地を
基準としていないので、ＶＣＣとＶＥＥとの間の差のみが有意である。抵抗器Ｒ１および
Ｒ２およびＭＯＳＥＴ　Ｍ１は、ＰＳＥの一部分であると考えられ、ＰＳＥコントローラ
およびその他の回路網と同一パッケージ内にあり得る。
【００３５】
　図３は、ＰＳＥ　３４およびＰＤ　３６をより詳細に図示している。図示されていない
回路網は、従来型であり、例えば、差動データ伝送回路網、低電圧ロックアウト回路網、
およびその他の保護回路網などである。図１におけるものと同一番号でラベル付けされた
任意の回路網は、同一機能を実行し得、かつ、従来型であり得る。
【００３６】
　ＰＳＥコントローラ３８は、ＰｏＥに対してＩＥＥＥ標準に従うものであり得る検出お
よび分類ルーチンを実行する。ＰＳＥコントローラ３８はまた、検出／分類フェーズの間
に、および、フル電圧がＰａｉｒ１および２に印加されている場合の、動作の間に、Ｐａ
ｉｒ３および４を低電圧に結合するように、ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１を制御する。コントロー
ラ３８は、プログラムされたプロセッサ、状態機械、ロジック回路、または、その他の任
意の適切な回路を含み得る。
【００３７】
　別の実施形態において、ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１は、検出フェーズの間にオフにされ得、抵
抗器Ｒ１およびＲ２は、検出フェーズの間に、ＰＳＥ　３４内の別のスイッチまたは任意
のその他のタイプの回路により、（Ｒ１およびＲ２を介して）低電圧に接続される。一実
施形態において、ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１は、ユーザによって供給され、かつ、ＰＳＥコント
ローラおよび検出回路網を収容しているＩＣパッケージに対して外部に存在する。これは
、ＰＤ負荷電流が、高であり、かつ、ロバストなＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１を要求するからであ
る。しかしながら、検出／分類フェーズの間の電流は、低であり、かつ、ＩＣパッケージ
に対して内部にある異なるスイッチ（またはその他の回路）によって導通され得る。
【００３８】
　図３の回路の動作は、図４のフローチャートを参照して記載される。
【００３９】
　図４のステップ４０において、ＰＳＥ　３４は、４つのツイストワイヤペアを有する標
準的なＣＡＴ－５イーサネット（登録商標）ケーブルを介してＰＤ　３６に接続される。
ＰＤ３６がＰｏＥ適合性を有し、かつ、４つのワイヤペアを介して電力を受け取ることが
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仮定される。
【００４０】
　ステップ４２において、ＰＳＥ　３４は、例えばそれを１２０ＶＡＣに接続し、かつ、
電力スイッチをオンにすることにより、起動される。あるいは、ＰＳＥ　３４は、（ＰＳ
Ｅを含む）基板をバスの中に挿入することにより、電力供給される。
【００４１】
　ステップ４４において、低電圧／電流検出フェーズが、ＰＳＥコントローラ３８によっ
て自動的に実行される。
【００４２】
　生成された検出信号は、図１に関して記載されたものと同一であり得る。ＰＳＥコント
ローラ３８は、（ＩＥＥＥ標準によって明記された）電流制限電圧をＰａｉｒ１、２に供
給し、２５ｋオーム抵抗器４６によって提供される特性インピーダンスを検出する。一実
施形態において、ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１は、この時点ではオンであり、別の実施形態におい
て、ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１は、オフであり得、抵抗器Ｒ１およびＲ２は、ＰＳＥ　３４にお
けるスイッチを経由して低電圧に接続される。電圧コンバータ１６は、オフであるか、ま
たは、絶縁され、その結果、フル電圧は、Ｐａｉｒ１、２に結合されない。検出信号は、
Ｐａｉｒ１／２およびＰａｉｒ３／４において低電流を形成する（ステップ４８）。その
他の検出機構が、２５ｋオーム抵抗器を検出することに加えて使用され得る。
【００４３】
　第１の低値抵抗器Ｒ１は、Ｐａｉｒ３に接続された第１の端部と、電流検出器５０に接
続され、かつ、ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１のドレインに接続された、第２の端部とを有する。Ｒ
１の値と等しい第２の低値抵抗器Ｒ２は、Ｐａｉｒ　４に接続された第１の端部と、電流
検出器５０に接続され、かつ、ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１のドレインに接続されたた第２の端部
とを有する。電流検出器５０は、差動増幅器を使用して抵抗器を横断する電圧降下を検出
し、その後、オームの法則を適用することにより、抵抗器Ｒ１およびＲ２を通る相対電流
を決定し得る。
【００４４】
　従来のロジック回路網および増幅器回路網は、２つの電流が実質的に同一であるかまた
は異なるかを検出し、かつ、電流が、ＰｏＥ対応のＰＤ　３６の特性ではないことを検出
するために、電流検出器５０またはＰＳＥコントローラ３８において使用される。
【００４５】
　ステップ５２において、電流検出器５０は、抵抗器Ｒ１およびＲ２を通る相対電流を検
出する。電流が同一であり、ＰＤ　３６の特性がＰｏＥ対応の場合、これは、Ｐａｉｒ３
および４の両方が、少なくとも２５ｋオーム抵抗器４６を通して、ＰＤ　３６内に接続さ
れることを意味する。
【００４６】
　検出された電流が非常に異なる場合、ワイヤＰａｉｒ３またはワイヤＰａｉｒ４のいず
れかは、４つのワイヤを使用してＰＤ　３６に電力を提供するために接続されない。これ
は、ＰＳＥ　３４およびＰＤ　３６が、ＰｏＥに対して適合性を有しないことを意味する
。
【００４７】
　ステップ５４において、抵抗器Ｒ１およびＲ２を通る電流は、ほぼ同一であり、適切な
電流範囲内にあり、ＰＳＥ３４は、フル電圧をＰａｉｒ　１および２に印加し、ＭＯＳＦ
ＥＴ　Ｍ１をオンに維持し、その結果、動作電流は、抵抗器Ｒ１およびＲ２を流れる。フ
ル電圧をＰａｉｒ１および２に供給するために、ＰＳＥコントローラ３８は、電圧コンバ
ータ１６を有効にされるように制御し得るか、または、コンバータ１６出力をＰａｉｒ１
および２に接続するスイッチを入れ得る。
【００４８】
　検出フェーズの間にＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１がオフであり、かつ、抵抗器Ｒ１およびＲ２が
、ＰＳＥ　３４におけるスイッチによって低電圧に接続される代替的な実施形態において
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する抵抗器Ｒ１およびＲ２の唯一の接続となる。
【００４９】
　ステップ５８において、電流が異なるか、または、適切な範囲内にない場合、ＰＳＥコ
ントローラ３８は、ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１をシャットオフし、フル電圧をＰＤ　３６に供給
しない。
【００５０】
　ステップ６０において、ＰＳＥ　３４がフル電圧をＰＤ　３６に供給し、かつ、動作電
流が抵抗器Ｒ１およびＲ２を流れる場合の、システムの通常動作の間に、抵抗器Ｒ１およ
びＲ２を流れる電流の和が、電流センサ５０によって検出される。電流が最大閾値を超え
、ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１に対する障害または過大電流のいずれかを示す場合、ＰＳＥコント
ローラ３８は、ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１をシャットオフする。検出された電流が過小の場合、
それはＰＤ　３６が接続を断たれたことのインジケーションなので、ＰＳＥ　３４は、電
力をＰＤ　３６に終了させることが必要とされる。システム内に障害が存在することをオ
ペレータに示すために、障害信号が生成され得る。
【００５１】
　分類フェーズは、フル電圧がＰＤ　３６に対して印加される前の任意の時点に起こり得
る。
【００５２】
　したがって、図３のシステムは、ＰＤ　３６が４つのワイヤペアを介して電力を受け取
り、その一方で、従来型であり得る検出ステップを実行するための適合性を有しているか
どうかを検出する。電力送達は、単一のＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１によって制御される。その後
、同一の回路が、過電流状況を検出するために、通常動作の間に使用される。
【００５３】
　図４は、１つのチャネルがＰａｉｒ１および３を介して電力を受け取り、かつ、第２の
チャネルがＰａｉｒ２および４を介して電力を受け取る、デュアルチャネルＰＤ　６４の
フロントエンドを図示している。様々な電力リードが、ＰＤ　６４における同一の負荷に
接続され得、その結果、電力は、２つのチャネルによって共有されている。各チャネルは
、ＰＤ　６４がＰｏＥ対応であることを示す特性インピーダンスをＰＳＥに提供するため
に、２５ｋオーム抵抗器を含む。検出フェーズの間に、電流センサ５０（図３）は、抵抗
器Ｒ１およびＲ２（Ｐａｉｒ　３および４に接続されている）を通る電流が適切かつ等価
であることを検出し得、ＰＳＥに、フル電圧をＰＤ６４に提供させ、かつ、ＭＯＳＦＥＴ
　Ｍ１をオンに維持させる。
【００５４】
　ＰＤが４つのワイヤペアを介して電力を受け取るように構成されているかどうかを決定
するために低電圧／電流ハンドシェーキングフェーズの間にＰａｉｒ３および４の電気特
性が検出される、記載されている回路網の変形が、企図される。ＭＯＳＦＥＴ　Ｍ１は、
代わりに、バイポーラトランジスタまたは任意のその他のスイッチであり得、並列に接続
された複数のトランジスタを含み得る。スイッチという用語は、抵抗器Ｒ１およびＲ２を
低電圧に結合する任意の回路網を含み得る。抵抗器Ｒ１およびＲ２は、既知の抵抗値また
は測定電流を提供し得る任意のデバイスで置き換えられ得る。したがって、抵抗器Ｒ１お
よびＲ２は、電流を検出するために使用され得る任意の構成要素であり得る。
【００５５】
　本発明の特定の実施形態が示され、記載されてきたが、当業者にとって、より広い局面
における本発明から逸脱することなしに、変更および改変がなされ得ることは、明白であ
り得、したがって、添付の特許請求の範囲が、その権利範囲内で、本発明の真の精神およ
び範囲内にあるすべてのこのような変更および改変を包含することは、明白であり得る。
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